JPALS 研修会コード
日本薬剤師会生涯学習支援システム「JPALS 研修会コード」について
本学術大会は、日本薬剤師会研修センターの研修認定薬剤師制度認定対象研修会であり、2 日間で「6 単
位」となっておりますが、「JPALS 研修会コード」は特別講演、分科会、ランチョンセミナー、イブニング
セミナーごとの設定であるため、JPALS のシステム上は「0 単位」と表記されます。
日本薬剤師会生涯学習支援システム「JPALS 研修会コード」一覧
区分

日時・会場

特別記念講演

11 月 22 日（日） 11：00〜12：00
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

特別講演 1

11 月 22 日（日） 14：00〜15：00
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

特別講演 2

11 月 22 日（日） 16：10〜17：10
第 2 会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 2 ホール

特別講演 3
県民公開講座

区分

特別講演/演題・講師（敬称略）

JPALS 研修会コード

「がん治療の新たな挑戦
回転ガントリーを用いたフィールドインフィー
ルド法による乳がんと膵がんに対する陽子線治療効果 」
48-2015-0001-101
一般財団法人 メディポリス医学研究財団
永田 良一
「医療情報と医療安全」
鹿児島大学病院

熊本 一朗

「患者に優しい生体リズムにマッチしたクロノセラピィー」
九州大学大学院 薬学研究院 薬剤学分野

大戸 茂弘

11 月 23 日（月・祝） 11：10〜12：10 「超高齢社会における地域医療のありかた」
第 7 会場 宝山ホール
産業医科大学医学部公衆衛生学教室

松田 晋哉

11 月 23 日（月・祝） 12：30〜13：30 「陶房雑話」
第 7 会場 宝山ホール

日時・会場

有限会社

沈壽官窯

十五代

沈 壽官

分科会/メインテーマ

48-2015-0002-101

48-2015-0003-101

48-2015-0004-101
48-2015-0005-101

JPALS 研修会コード

分科会 1

11 月 22 日（日） 15：10〜17：10
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

「健康情報拠点としての薬局の使命〜呼び覚ませ！薬局の真の能力！〜」

48-2015-0006-101

分科会 2

11 月 22 日（日） 15：30〜17：30
第 4 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
高隅の間

「基礎から見直す学校薬剤師活動〜目指すべき保健管理・保健教育〜」

48-2015-0007-101

分科会 3

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 5 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
太陽の間

「小児医療で求められる薬剤師の役割〜入院から在宅まで〜」

48-2015-0008-101

分科会 4

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 6 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
開聞の間

「薬剤師の生涯学習と研究活動」

48-2015-0009-101

分科会 5

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 7 会場 宝山ホール

「薬剤師が担う生薬の過去から未来」

48-2015-0010-101

分科会 6

11 月 22 日（日） 16：10〜18：10
第 7 会場 宝山ホール

「鹿児島市・ナポリ市姉妹都市提携 55 周年記念国際シンポジウム」

48-2015-0011-101

分科会 7

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 8 会場 かごしま県民交流センター
県民ホール

「災害時医療と薬剤師〜災害及び救急等、命をつなぐ医療現場で薬局・薬剤
48-2015-0012-101
師が貢献できることは何か？〜」

分科会 8

11 月 22 日（日） 16：10〜18：30
第 8 会場 かごしま県民交流センター
県民ホール

「命に寄り添う〜「看取り」の現場で薬剤師ができること〜」

分科会 9

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 10 会場 かごしま県民交流センター 2F 「地域に求められる「かかりつけ薬局」
〜薬局の多機能化を目指して〜」
大ホール B

48-2015-0014-101

分科会 10

11 月 22 日（日） 14：00〜16：00
第 11 会場 かごしま県民交流センター 2F 「情報と医療安全〜情報を収集し、現場で活用するために〜」
中ホール

48-2015-0015-101

分科会 11

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜11：30
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

48-2015-0016-101

分科会 12

11 月 23 日（月・祝） 10：10〜12：10
第 2 会場 鹿児島市民文化ホール 2F
「ICT による情報の共有と活用」
第 2 ホール

48-2015-0017-101

分科会 13

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜11：00
第 7 会場 宝山ホール

「あなたならどう読む医薬品添付文書〜添付文書の奥にある情報〜」

48-2015-0018-101

分科会 14

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜12：00
第 8 会場 かごしま県民交流センター
県民ホール

「みんなで支えよう！〜地域包括ケアシステムの中で薬剤師ができること
〜」

48-2015-0019-101

分科会 15

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜11：00
第 9 会場 かごしま県民交流センター 2F
大ホール A

「嚥下困難に薬剤師はどうかかわるか〜摂食嚥下機能を知る〜」

48-2015-0020-101

分科会 16

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜11：00
「これからの時代を担える薬剤師を育成するために〜モデル・コアカリキュ
第 10 会場 かごしま県民交流センター 2F
48-2015-0021-101
ラムの改訂への対応〜」
大ホール B

「これからの薬剤師業務〜薬学的指導の深化〜」

48-2015-0013-101

25

区分
在宅医療
セミナー

グループワーク

日時・会場

分科会/メインテーマ

11 月 22 日（日） 11：10〜12：10
第 8 会場 かごしま県民交流センター
県民ホール

JPALS 研修会コード

「キュア志向の病院医療からケア・キュア志向の在宅医療へ
―地域包括ケアシステムの構築を目指して―」

48-2015-0022-101

11 月 23 日（月・祝） 9：00〜12：00 「実践！吸入指導グループワーク
第 11 会場 かごしま県民交流センター 2F 〜喘息・COPD 治療における 真の薬剤プロフェッショナル をめざせ！ 48-2015-0023-101
中ホール
〜」

11 月 22 日（日） 14：00〜16：30
「薬学六年制教育の魅力
薬学生による
第 12 会場 かごしま県民交流センター 3F
〜ここが違う臨床教育〜」
公開シンポジウム
大研修室 1

区分

ランチョンセミナー/演題・講師（敬称略）/共催

JPALS 研修会コード

ランチョン
セミナー 1

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

「高カリウム血症治療最近の話題」
日本医科大学 名誉教授
共催：アステラス製薬株式会社/株式会社三和化学研究所

ランチョン
セミナー 2

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 2 会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 2 ホール

「2 型糖尿病治療におけるメトホルミンの位置付けと適正使用について」
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科
安西 慶三 48-2015-0026-101
共催：大日本住友製薬株式会社

ランチョン
セミナー 3

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 3 会場 鹿児島市民文化ホール 4F
市民ホール

「フッ化物洗口剤のスイッチ OTC 化による、さらなるむし歯予防の推進」
8020 推進財団
佐藤 徹 48-2015-0027-101
共催：サンスター株式会社

ランチョン
セミナー 4

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 4 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
高隅の間

「多彩な症状を呈するレビー小体型認知症〜その診断と治療〜」
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 精神機能病学分野
中村 雅之 48-2015-0028-101
共催：エーザイ株式会社

ランチョン
セミナー 5

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 5 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
太陽の間

「吸入療法のこれから ―広げよう！吸入指導の輪―」
前橋赤十字病院 呼吸器内科
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

堀江

健夫 48-2015-0029-101

ランチョン
セミナー 6

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 6 会場 鹿児島サンロイヤルホテル 2F
開聞の間

「アンメットニーズの克服に向けた糖尿病治療の新展開」
大分大学医学部看護学科実践看護学
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

濱口

和之 48-2015-0030-101

ランチョン
セミナー 7

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 7 会場 宝山ホール

「最強医療コミュニケーション なんでやねん力」
株式会社 Wmcommons
共催：ニプロ株式会社

ランチョン
セミナー 8

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 9 会場 かごしま県民交流センター 2F
大ホール A

「臨床現場で薬剤師に求められる視点〜業務マネジメントと抗がん剤曝露
対策〜」
48-2015-0032-101
大分大学医学部附属病院薬剤部
伊東 弘樹
共催：日医工株式会社

ランチョン
セミナー 9

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 10 会場 かごしま県民交流センター
大ホール B

2F

「皮膚科診療でのコミュニケーションを考える〜医師の役割・薬剤師の役
割」
48-2015-0033-101
東京女子医科大学附属女性生涯健康センター
檜垣 祐子
共催：株式会社 資生堂

ランチョン
セミナー 10

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 11 会場 かごしま県民交流センター
中ホール

2F

「医薬品情報の専門家としての薬剤師の役割 = ジェネリック医薬品の情報
について =」
48-2015-0034-101
パスカル薬局
横井 正之
共催：日本ジェネリック製薬協会

ランチョン
セミナー 11

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 12 会場 かごしま県民交流センター
大研修室 1

①「私がフィジカルアセスメントを薬学に導入した理由」
九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科 臨床薬学第二講座
髙村 徳人
3F ②「革命を起こせる魔法の杖〜フィジカルアセスメント〜」
48-2015-0035-101
さかい薬局グループ 有限会社 薬師調剤センター薬局
坂井 美千子
共催：沢井製薬株式会社

ランチョン
セミナー 12

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 13 会場 かごしま県民交流センター
大研修室 2

3F

「知っておくと得する漢方治療のあれこれ」
大分大学 医学部 医学教育センター
共催：株式会社ツムラ

中川

幹子 48-2015-0036-101

ランチョン
セミナー 13

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 14 会場 かごしま県民交流センター
大研修室 3

4F

「新規経口抗凝固薬のインパクトーその光と影ー」
今給黎総合病院 神経内科
共催：第一三共株式会社

丸山

芳一 48-2015-0037-101

ランチョン
セミナー 14

11 月 22 日（日）12：30〜13：30
第 15 会場 かごしま県民交流センター
大研修室 4

4F

「薬剤師だからできる、ドライアイ患者への貢献！〜点眼薬における治療継
続のポイント〜」
48-2015-0038-101
愛媛県立中央病院 眼科
山口 昌彦
共催：参天製薬株式会社

区分

イブニング
セミナー 1

26

日時・会場

48-2015-0024-101

日時・会場

11 月 22 日（日）17：30〜18：30
メイン会場 鹿児島市民文化ホール 2F
第 1 ホール

中山

飯野 靖彦 48-2015-0025-101

真・中原

イブニングセミナー/演題・講師（敬称略）/共催

誠 48-2015-0031-101

JPALS 研修会コード

「薬局物販を飛躍させ「かかりつけ薬局」になる方法と、今注目の即効性サ
プリメント」
REDAS 株式会社 大丸 裕介
48-2015-0039-101
株式会社レークケア 甲賀薬局 西村 雄一
出光興産株式会社 アグリバイオ事業部 高橋 一昭
共催 ： REDAS 株式会社

